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1381 アクシーズ JQ 414,500 食料・飲料品 権利割当日：6月末日 自社ブランド商品（鶏肉加工食品） 必要株数：500

1718 美樹工業 JQ 224,000 食料・飲料品 権利割当日：12・6月末日 野菜（ブロッコリーの新芽・国産チコリ等） 必要株数：1000

2226 フレンテ JQ 200,800 食料・飲料品 権利割当日：6・12月末日 １，０００円相当の自社グループ会社商品（スナック・タブレット菓子等） 必要株数：100

2268 サーティワン JQ 323,000 食料・飲料品 権利割当日：12・6月末日 自社製品引換券（５００円） 必要株数：100 1000:５枚 5000:１０枚 100:２枚 500:３枚

2305 スタジオアリス 東証 131,300 自社製品・商品・サービス 権利割当日：6月末日 株主写真撮影券 必要株数：100 100:１枚 500:２枚 1000:３枚 10000:１０枚

2369 Ｍ－メディビ 東証 11,910 自社製品・商品・サービス
権利割当日：6月末日 (1)「おくすり体質検査」割引申込書（２，１００円割引）または(2)同検査キット優待価格販売（９，４５０円）
必要株数：1 1:(1)１枚または(2)１個 5:(1)２枚または(2)２個 10:(1)３枚または(2)３個 ※(1)は提携クリニックで利用可

2385 Ｍ－総医研 東証 7,040 ファッション・癒し・ビューティ/買物券
権利割当日：6月末日 買物優待券 必要株数：1 1:２０％割引 5:４０％割引 ※自社グループ化粧品会社の商品購入に利用可。
ハガキにて申し込み

2385 Ｍ－総医研 東証 7,040 買物券（対象分野限定）/食料・飲料品
権利割当日：6月末日 買物優待券（１個１，５００円割引） 必要株数：1 ※自社グループ健康補助食品会社の商品購入（４個ま
で）に利用可。専用申込書にて申し込み

2418 ベストＢ 東証 82,300 宿泊・ホテル飲食
権利割当日：12・6月末日 自社グループ運営施設飲食・宿泊割引券１枚 必要株数：1 ※飲食は２０％割引、宿泊の割引率は
施設により異なる

2418 ベストＢ 東証 82,300 金券 権利割当日：12・6月末日 １，０００円相当のクオカード 必要株数：1

2466 ＰＧＭ 東証 62,800 スポーツ
権利割当日：12・6月末日 優待割引券（３，５００円） 必要株数：1 1:１枚◆（以下１株ごとに１枚増） 8:８枚 ※自社グループゴル
フ場（一部除く）で利用可。１月（一部除く）・２月・７月・８月は土・日曜・祝日も利用可（一部異なるゴルフ場有）

2573 北海コカ 東証 400,000 食料・飲料品 権利割当日：12・6月末日 自社商品詰合せ（飲料品） 必要株数：1000 1000:２，５００円相当 3000:３，２００円相当

2579 コカウエスト 東証 132,500 食料・飲料品
権利割当日：12・6月末日 株主優待ポイント付与 必要株数：100 100:３０ポイント 500:４０ポイント 1000:６０ポイント 5000:１２０
ポイント ※ポイントに応じてコカ・コーラ社製品詰合せ等と交換可。１ポイントで６０円相当◆※優待品に代えて社会貢献活動
への寄付選択可

2580
コカ　セントラ
ル

東証 106,100 食料・飲料品 権利割当日：12・6月末日 自社製品（飲料品） 必要株数：100 100:７２０円相当 500:２，８８０円相当

2675 ダイナック 東証 88,900 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券
権利割当日：12・6月末日 (1)食事優待券（１，０００円）または(2)コシヒカリ米 必要株数：100 100:(1)２枚または(2)２ｋｇ 500:(1)６
枚または(2)５ｋｇ 1000:(1)１２枚または(2)１０ｋｇ ※優待券を全て返送することにより(2)と交換可

2689 カワニシＨＤ 東証 77,200 金券
権利割当日：6月末日 図書カード 必要株数：100 100:５００円相当 1000:１，０００円相当 5000:２，０００円相当 10000:３，０００
円相当 50000:４，０００円相当

2700 木徳神糧 JQ 480,000 食料・飲料品 権利割当日：12・6月末日 米穀製品 必要株数：1000 １２月：３，０００円相当◆６月：２，０００円相当

2700 木徳神糧 JQ 960,000 食料・飲料品 権利割当日：６月末日 ２，０００円相当の切り餅 必要株数：2000

2702 マクドナルド JQ 228,400 飲食券・飲食割引券
権利割当日：12・6月末日 優待食事券 必要株数：100 100:１冊 300:３冊 500:５冊 ※１冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、
３種類の商品の無料引換券が１枚になったシート６枚
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2752 フジオフード JQ 189,800 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券
権利割当日：12・6月末日 食事券または自社関連品 必要株数：1 1:３，０００円相当 2:６，０００円相当 5:１２，０００円相当 ※自
社関連品はコシヒカリ米、オリジナルカレー、串かつセット等より選択

2762 三光ＭＦ 東証 102,500 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券
権利割当日：6・12月末日 (1)優待券（１，０００円）または(2)精米 必要株数：1 1:(1)３枚または(2)１ｋｇ 2:(1)６枚または(2)３ｋｇ
5:(1)１２枚または(2)５ｋｇ ※優待券を全て返送することにより(2)と交換可

2904 一正蒲鉾 JQ 630,000 食料・飲料品 権利割当日：6月末日 自社商品詰合せ（おでん等） 必要株数：1000

3028 アルペン 東証 147,300 スポーツ/趣味・娯楽・レジャー
権利割当日：6・12月末日 優待券 必要株数：100 100:２，０００円相当 500:５，０００円相当 1000:７，５００円相当 ※自社店舗・
フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等で利用可

3053 Ｍ－ペッパー 東証 52,500 飲食券・飲食割引券
権利割当日：12・6月末日 優待食事券（５００円） 必要株数：1 1:５枚 5:１０枚 10:１５枚 ※自社および自社グループ店舗（一部
除く）で利用可

3091 ブロンコＢ 東証 206,700 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券
権利割当日：12・6月末日 (1)食事優待券または(2)新潟県魚沼産コシヒカリ 必要株数：100 100:(1)２，０００円相当または(2)２ｋ
ｇ 500:(1)５，０００円相当または(2)５ｋｇ 1000:(1)１０，０００円相当または(2)１０ｋｇ

3097 物語コーポ 東証 146,200 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券
権利割当日：6・12月末日 (1)優待食事券または(2)お米 必要株数：100 100:(1)２，５００円相当または(2)２．５ｋｇ 300:(1)５，００
０円相当または(2)５ｋｇ 600:(1)１０，０００円相当または(2)１０ｋｇ 900:(1)１５，０００円相当または(2)１５ｋｇ ※(1)は自社グループ
店舗で利用可◆※優待食事券を全て返送することにより(2)と交換可

3326 ランシステム JQ 53,200 趣味・娯楽・レジャー/金券
権利割当日：6月末日 (1)クオカードまたは(2)「スペースクリエイト自遊空間」優待券（５００円） 必要株数：1 1:(1)１，０００円相当
または(2)６枚 3:(1)２，０００円相当または(2)１０枚 5:(1)３，０００円相当または(2)２０枚

3633 ペパボ JQ 284,900 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 ３，０００円相当のポイント付与 必要株数：100 ※「おさいぽ！ポイント」または「ＧＭＯとくとくポイン
ト」のいずれかを選択。自社運営インターネットサービス等で利用可

3633 ペパボ JQ 284,900 自社製品・商品・サービス 権利割当日：12・6月末日 自社株式買付手数料キャッシュバック 必要株数：100 ※ＧＭＯクリック証券における手数料が対象

3633 ペパボ JQ 284,900 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 売買手数料キャッシュバック（上限３，０００円） 必要株数：100 ※ＧＭＯクリック証券における手数料
が対象

3660
Ｍ－アイスタ
イル

東証 123,200 ファッション・癒し・ビューティ/買物券
権利割当日：6月末日 ３，０００円相当の商品購入割引券（６００円×５枚） 必要株数：100 ※自社子会社運営オンラインショッ
ピングサイトでの３，１５０円以上の買物につき１枚利用可

3772
Ｍ－ＤＲＥＡＭ
Ｖ

東証 29,140 資産運用/自社製品・商品・サービス
権利割当日：6・12月末日 月額２，３１０円相当の自社子会社インターネット終値サービス利用権 必要株数：1 ＜利用期間＞◆
６月株主：７月～１２月末◆１２月株主：翌年１月～６月末

3788 Ｍ－ＧＭＯクラ 東証 41,550 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 自社および自社グループサービス利用料優待 必要株数：1 ※月額利用料を１月につき２，５００円、
２回を上限にキャッシュバック。差額は返金不可

3788 Ｍ－ＧＭＯクラ 東証 41,550 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 自社株式買付手数料優待 必要株数：1 ※ＧＭＯクリック証券における手数料相当額をキャッシュ
バック

3788 Ｍ－ＧＭＯクラ 東証 41,550 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 売買手数料優待（上限５，０００円） 必要株数：1 ※ＧＭＯクリック証券における手数料相当額を
キャッシュバック

3950 ザ・パック 東証 128,000 日用品・電化製品・暮らし 権利割当日：６月末日 カレンダー 必要株数：100

4221 大倉工 東証 193,000 宿泊・ホテル飲食
権利割当日：12・6月末日 宿泊優待券 必要株数：1000 1000:１冊 5000:２冊 10000:３冊 ※１冊は宿泊基本料金割引券（４０％
割引）３枚、宿泊優待券２枚、喫茶無料券３枚

4284 ソルクシーズ JQ 77,400 食料・飲料品 権利割当日：12・6月末日 コシヒカリ米 必要株数：200 200:２ｋｇ 1000:５ｋｇ 10000:１０ｋｇ



ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場
最低

投資金額
優待内容 優待内容詳細

4563
Ｍ－アンジェ
ス

東証 31,800
自社製品/ファッション・癒し・ビューティ/買
物券

権利割当日：12・6月末日 商品購入優待券（５，０００円相当） 必要株数：1 1:１枚 10:１０枚 50:５０枚 ※自社子会社の商品等
（化粧品等）の購入に利用可

4772 Ｄアドベ JQ 34,000 趣味・娯楽・レジャー 権利割当日：12・6月末日 自社イベント招待 必要株数：1000

4784 ＧＭＯ－ＡＰ JQ 50,200 自社製品・商品・サービス 権利割当日：12・6月末日 自社株式買付手数料キャッシュバック 必要株数：1 ※ＧＭＯクリック証券における手数料が対象

4784 ＧＭＯ－ＡＰ JQ 50,200 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 売買手数料キャッシュバック（上限５，０００円） 必要株数：1 ※ＧＭＯクリック証券における手数料が
対象

4847 インテリＷ JQ 19,650 日用品・電化製品・暮らし 権利割当日：6月末日 ウイルス対策ソフト「Ｄｒ．Ｗｅｂ」１ライセンス分無料 必要株数：1

4985 アース製薬 東証 289,500 日用品・電化製品・暮らし
権利割当日：６月末日 自社製品詰合せ 必要株数：100 100:２，０００円相当 1000:３，０００円相当 ※１１年はオーラルケア用
品・入浴剤等

5283 高見澤 JQ 204,000 名産・特産品 権利割当日：6月末日 信州特産品または自社加工品（なめたけの瓶詰） 必要株数：1000

5819 カナレ電気 東証 133,200 金券 権利割当日：12・6月末日 クオカード 必要株数：100 100:１，５００円相当 200:３，０００円相当

5959 岡部 東証 45,500 金券 権利割当日：12・6月末日 オリジナル・クオカード 必要株数：100 100:５００円相当 1000:１，０００円相当 5000:２，０００円相当

6328 荏原実業 東証 122,700 食料・飲料品
権利割当日：12・6月末日 おこめ券または「選べるギフト」 必要株数：100 100:おこめ券（２ｋｇ分） 1000:３，０００円相当の「選べ
るギフト」 ＜発送時期＞◆１２月株主：３月下旬◆６月株主：９月上旬

6504 富士電機 東証 183,000 日用品・電化製品・暮らし 権利割当日：6月末日 自社オリジナルカレンダー 必要株数：全株主

6866 日置電 東証 147,200 食料・飲料品 権利割当日：6月末日 信州りんご 必要株数：100 100:３．５ｋｇ 1000:５．０ｋｇ ※発送時期：１２月上旬

7422 東邦レマック JQ 567,000 ファッション・癒し・ビューティ
権利割当日：12・6月20日 自社ブランド婦人靴または紳士靴 必要株数：1000 1000:年１回（対象：１２月２０日株主） 3000:年２
回 ※株主総会決議通知または会社案内に同封の株主優待申込書で申し込み

7585 かんなん JQ 114,800 飲食券・飲食割引券
権利割当日：6・12月末日 優待食事券（５００円） 必要株数：100 100:５枚 500:１０枚 1000:２０枚 ※大庄グループ全店で利用可
◆※産地直送品も選択可

7625 Ｇダイニング 東証 73,000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：12・6月末日 株主優待証（１５％割引）１枚 必要株数：500 ※自社直営店舗で飲食・物販に利用可、同伴者も一括
払いにて同様の扱い、利用回数制限なし、ランチメニュー・貸切パーティー・ウエディングは除く、他の割引との併用不可

7962 キングジム 東証 66,000 日用品・電化製品・暮らし
権利割当日：6月20日 自社または自社グループ商品 必要株数：100 100:２，５００円相当 1000:５，０００円相当 ※１１年は
「ショットノート セット」・「Ｔｏｆｆｙ ステーショナリーセット」

7963 興研 JQ 827,000 継続保有特典/自社製品・商品・サービス
権利割当日：6月末日 自社製品（マスク）優先購入割引券（３０％・１００％割引） 必要株数：1000 ※１年以上継続して保有した
株主のみに贈呈◆※株数および株式保有年数に応じて優待券の追加等有

8011 三陽商 東証 240,000 自社製品・商品・サービス 権利割当日：12・6月末日 優待セール招待 必要株数：1000 ※開催地：東京◆※上記は実績、優待内容は詳細検討中
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8165 千趣会 東証 52,100
継続保有特典/食料・飲料品/買物券（対
象分野限定）/日用品・電化製品・暮らし/
ファッション・癒し・ビューティ

権利割当日：12・6月末日 カタログ買物券 必要株数：100 100:１，０００円相当 500:２，５００円相当 1000:５，０００円相当 ※一
部利用対象外カタログ有◆※１００株以上を１年以上継続して保有し、かつ自社ウェブサイト上で必要事項登録株主には、保
有株数および保有年数によりポイント付与（年１回）。ポイントに応じた優待コース（カタログ割引ポイントに交換、寄付等）と交
換可

8179 ロイヤルＨＤ 東証 94,200 飲食券・飲食割引券 権利割当日：12・6月末日 優待食事券（５００円） 必要株数：100 100:１枚 500:１０枚 1000:２４枚

8928 穴吹興産 大証 232,000 食料・飲料品 権利割当日：6月末日 ３，０００円相当の讃岐うどんギフト券１枚 必要株数：1000 ※ギフト券の中から１品選択

8929 Ｍ－船井財 東証 238,000 他サービス 権利割当日：6月末日 ２，５００～３，０００円相当の商品 必要株数：10 ※複数より１点選択

9173 東海船 東証 157,000 旅行・航空券・乗車券
権利割当日：12・6月末日 乗船割引券（３５％割引） 必要株数：1000 1000:１０枚 2000:２０枚 4000:３０枚 6000:４０枚 ※７・８月
中は２５％割引◆※「東京湾納涼船」は大人料金の１，０００円割引（７月～９月中旬運航。金・土・日曜・祝日は利用不可）

9173 東海船 東証 157,000 旅行・航空券・乗車券/宿泊・ホテル飲食 権利割当日：12・6月末日 自社主催旅行割引券（１５％割引）５枚 必要株数：1000

9173 東海船 東証 157,000 旅行・航空券・乗車券/宿泊・ホテル飲食
権利割当日：12・6月末日 施設割引券（２０％割引）１０枚 必要株数：1000 ※「大島温泉ホテル」、レストランシップ「ヴァンテア
ン」で利用可

9439 ＭＨグループ JQ 24,750 ファッション・癒し・ビューティ 権利割当日：6・12月末日 ３，１５０円相当の自社グループ運営美容室優待券 必要株数：1 ※５，２５０円以上の施術に利用可

9439 ＭＨグループ JQ 49,500 ファッション・癒し・ビューティ 権利割当日：6・12月末日 ３，５００円相当の自社グループ取扱製品（オリジナルヘアケア製品） 必要株数：2

9449 ＧＭＯ 東証 35,100 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 ２，０００円相当の買物ポイント 必要株数：100 ※自社運営インターネットショッピングサイトで利用可
◆※株主本人に限る

9449 ＧＭＯ 東証 35,100 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 自社株式買付手数料優待 必要株数：100 ※ＧＭＯクリック証券における手数料相当額をキャッシュ
バックまたは買物ポイントとして付与◆※株主本人に限る

9449 ＧＭＯ 東証 35,100 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 売買手数料優待（上限５，０００円） 必要株数：100 ※ＧＭＯクリック証券における手数料相当額を
キャッシュバックまたは買物ポイントとして付与◆※株主本人に限る

9449 ＧＭＯ 東証 35,100 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 自社グループサービス利用料優待（上限５，０００円） 必要株数：100 ※利用料相当額をキャッシュ
バックまたは月々の請求額より割引または買物ポイントとして付与◆※株主本人に限る

9514 Ｍ－ＦＥＳＣＯ 東証 598,500 自社製品・商品・サービス 権利割当日：6月末日 ３００ｋＷｈ相当のグリーン電力証書取得権◆（以下３０株ごとに３００ｋＷｈ増） 必要株数：30

9608 福山コンサル JQ 278,000 金券 権利割当日：6月末日 ３，０００円相当の自社オリジナル図書カード 必要株数：1000

9631 東急レク 東証 465,000 趣味・娯楽・レジャー

権利割当日：12・6月末日 株主優待カードのポイント付与 必要株数：1000 1000:１８ポイント 2000:２４ポイント 3000:３０ポイント
5000:３６ポイント 10000:４２ポイント 30000:４８ポイント 50000:５４ポイント 100000:６０ポイント ※株主には株主優待カードを発
行◆※直営映画館・ボウリング場で利用可。入場１回あたりの使用ポイントは施設により異なる。月間使用限度（持株数により
８～２２ポイント）有

9631 東急レク 東証 1,395,000 趣味・娯楽・レジャー
権利割当日：12・6月末日 ファミリーカード発行 必要株数：3000 3000:１枚 5000:１枚 10000:２枚 30000:３枚 50000:３枚 100000:
３枚

9656 グリーンランド 大証 32,200 趣味・娯楽・レジャー
権利割当日：12・6月末日 遊園地等無料入場券 必要株数：100 100:２枚 500:４枚 1000:６枚 2000:１０枚 5000:１５枚 10000:２５
枚 50000:２５枚 80000:２５枚 100000:２５枚 ※指定の自社グループ施設（北海道・九州）で利用可
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9656 グリーンランド 大証 322,000 趣味・娯楽・レジャー
権利割当日：12・6月末日 遊戯具利用引換券 必要株数：1000 1000:１枚 2000:２枚 5000:３枚 10000:５枚 50000:５枚 80000:５
枚 100000:５枚 ※指定の自社グループ施設（北海道・九州）で利用可

9656 グリーンランド 大証 3,220,000 趣味・娯楽・レジャー
権利割当日：12・6月末日 ＶＩＰフリーパス（株主家族・記名式） 必要株数：10000 10000:１枚 50000:１枚 80000:１枚 100000:１枚
※指定の自社グループ施設（北海道・九州）で利用可

9656 グリーンランド 大証 3,220,000 スポーツ
権利割当日：12・6月末日 「グリーンランドリゾートゴルフコース」無料プレー券 必要株数：10000 10000:１枚 50000:３枚 80000:
４枚 100000:６枚

9656 グリーンランド 大証 3,220,000 宿泊・ホテル飲食
権利割当日：12・6月末日 ホテル（Ａ）室料半額優待券または（Ｂ）無料宿泊券 必要株数：10000 10000:（Ａ）１枚 50000:（Ｂ）１枚
80000:（Ｂ）１枚 100000:（Ｂ）２枚 ※指定の自社グループ施設（北海道・九州）で利用可

9722 藤田観 東証 263,000 趣味・娯楽・レジャー/宿泊・ホテル飲食
権利割当日：12・6月末日 宿泊・レストラン・施設共通優待券 必要株数：1000 1000:１０枚 3000:２０枚 5000:３０枚 ※ホテル宿
泊料金５０％割引（割引限度額２万円、一部施設は除外日有）、レストラン飲食料金２０％割引（割引限度額１万円）、「箱根小
涌園ユネッサン」・「下田海中水族館」入場料５０％割引（１枚につき１０名まで）

9722 藤田観 東証 263,000 宿泊・ホテル飲食
権利割当日：12・6月末日 提携施設優待券（「ワシントンホテルプラザ」チェーン２０％割引） 必要株数：1000 1000:３枚 3000:６
枚 5000:９枚 ※割引限度額：１万円

9726 ＫＮＴ 東証 96,000 旅行・航空券・乗車券 権利割当日：12・6月末日 自社企画旅行商品（「メイト」・「ホリデイ」）優待券（５％割引）２枚 必要株数：1000

9731 白洋舎 東証 426,000 自社製品・商品・サービス
権利割当日：12・6月末日 無料券 必要株数：2000 2000:１枚◆（以下２，０００株ごとに１枚増） 300000:１５０枚◆（以下５，０００
株ごとに１枚増） ※１枚につき洗濯物１点で利用可

9731 白洋舎 東証 213,000 自社製品・商品・サービス 権利割当日：12・6月末日 ３０％割引券１枚 必要株数：1000 ※１，０００株ごとに１枚増◆※１枚につき洗濯物１点で利用可

9931 家族亭 JQ 68,900 食料・飲料品/飲食券・飲食割引券
権利割当日：6月末日 (1)優待食事券（５００円）または(2)自社指定商品（乾めん等） 必要株数：100 100:(1)２枚 500:(1)７枚
1000:(1)１２枚または(2) ※決算期変更により、１３年以降は権利確定時が３月、９月に変更

9931 家族亭 JQ 689,000 食料・飲料品
権利割当日：6月末日 １，５００円相当の自社商品（レトルト食品等） 必要株数：1000 ※決算期変更により、１３年以降は権利
確定時が３月、９月に変更

9966 藤久 東証 130,300
趣味・娯楽・レジャー/買物券（対象分野限
定）

権利割当日：6・12月末日 ２，５００円相当の優待券（５００円×５枚） 必要株数：100 取扱店舗：「クラフトハートトーカイ」、「クラ
フトワールド」、「クラフトパーク」、「クラフトループ」、「サントレーム」


